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Abstract

Along with the divergence from the traditional human resource management in Japanese ˆrms, occupational health services organizations are required to develop the newer types of human resource development programs in response to competitiveness pressure, as one of the essential human resource
strategies. In an increasingly complex health service environment, it is more di‹cult for medical staŠ
to work comfortably than those in the past.
Under these circumstances, little approach has been made to motivation, job satisfaction and work
stress for paramedics in Japan. Therefore, This research examined the job stress and the health conditions on Japanese paramedics in consideration of the motivation and working conditions.
In this study, the questionnaire investigation related to the motivation and job stress targeting paramedics in Japan was carried out in 2003. Valid respondents were 115 paramedics out of several areas of
Chiba prefecture in Japan. For the analysis, the covariance structural modeling method was chosen because of examining the cause and eŠect relationships of several complex constructs at the same time.
The ˆrst model investigated the job satisfaction variables leading to stress. The ˆt indices did not
reveal an excellent ˆt of the model to the data (x2＝119.9, df＝49, p＝.000, GFI＝.885, AGFI＝.816,
CFI＝.901, RMSEA＝.098). So, there is much room to improve the model, after increasing the subject from now on. The second model investigated the conˆdant variables leading to stress. The ˆt indices also reveal an excellent ˆt of the model to the data (x2＝9.5, df＝7, p＝.219, GFI＝.980, AGFI
＝.941, CFI＝.984, RMSEA＝.049). As a result, time factors decrease the stress of paramedics positively and human relations at work as coworkers in‰uence the health conditions signiˆcantly.
In a few decades, several health problems have allegedly been associated with physical working conditions. A great concern has been raised in the business organization and particularly among factory
workers. In the near future, much attention should be paid to medical staŠ, especially in paramedics
who play important roles in medical scenes.
Key words: job stress, health conditions, motivation, job satistaction, paramedics
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.

はじめに

平成16年度版『消防白書』によると，平成15年
内における年間の救急業務の実施状況は，ヘリコ

び健康状態との関連でモチベーション発生要因に
ついての分析を展開する．慢性的な人材不足を抱
える救急救命現場に対して，職場組織の活性化と
医療従事者の人材育成の観点から検討を加えたい．

プターによる出動件数も含めて483万2,900件であ

. 方

り，対前年比で27 万4,951 件（6.0増）も増加し
ている．つまり，救急出動の頻度は 6.5 秒に 1 回
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法

. 対象

であり，国民28人にひとりが 1 年間に救急搬送さ

2003年に千葉県内の 3 消防局へ直接に質問紙を

れている計算になる．ちなみに，増加件数のう

届け，指定日に回収にまわるという方法を用い

ち，救急自動車による事故種別は，急病が 20 万

た．調査依頼を快諾してくれた救急救命士からの

8,808 件，一般負傷が 3 万 8,875 件，その他が 2 万

個人的ネットワークに基づいた，いわゆるスノー

6,635 件となっている．また，平成 16 年内の全国

ボールサンプリング方法を用いてサンプルを収集

出動件数は，前年比 4.1 増加して 503 万 1,464 件

した．また，質問紙配布数115人（回収率100）

であり，総務省消防庁が調査を開始して以来，件

であり，平均年齢は26,46歳であった．

数・患者数ともに，増加の一途を辿っている1)．
ところで，救急隊には，一般救急隊員と救急救

. 質問紙の構成



業務ストレス

命士が併在する．救急救命士とは，平成 3 年に施

救急救命士が業務上感じている業務ストレスの

行された救急救命法に基づいて創設された国家資

程度を，総体的に業務ストレスとして捉えた．

格であり，一般救急隊員には実施することのでき

「あなたは職場で業務ストレスを感じています

ない特定医療行為を含む，高度救命処置を行う権

か．その度合いを表す数値に○をつけてくださ

限が付与されている．主な業務は，事故現場から

 全く感じない～◯
 常に
い」という問いに対し，◯

病院までの搬送中において失命の危機を救うため

感じる，までの 7 件法による回答を求めた．
健康状態

に，医師の指示のもとで行う気道確保や心肺回復




などである．特に，心臓に電気ショックを与える

救急救命士の自覚している健康状態の良し悪し

除細道は，平成15年 4 月から医師の指示なしで実

の程度を総体的に健康状態として捉えた．「現在

施可能になり，平成16年 8 月からは救急救命士以

の健康状態は以下のどれに当てはまりますか」と

外の一般救急隊員にも可能になった1)．
しかしながら，平成16年 7 月から解禁された心

 不健康～◯
 良好，までの 7 件
いう問いに対し，◯

法による回答を求めた．

配停止患者への気管内挿管などは，平成16年末時




点で14府県で運用開始の目途が立っておらず，消

業務を遂行する上で得られる満足度を総体的に

業務満足感

防庁は都道府県に普及目標を定めた実施計画の策

業務満足感として捉えた．作業空間，空調設備，

定を求めている状況である2)．

作業用具，スタッフ数，夜勤数，休憩時間，業務

よって本研究では，多くの制約を抱え，かつ過

多忙度，休暇，仕事，やりがい，技能といった業

酷な労働条件の下で，重要な使命を果たしている

非
務に関する項目の満足度について，それぞれ◯

救急救命士のモチベーションに関しての考察を行

 非常に満足，までの 7 件法による回
常に不満～◯

う．職業性ストレスが社会問題化するなかで，ス

答を求めた．
相談相手の対応状況

トレス・マネジメントへの対応は，あらゆる組織




において緊急かつ重要な経営課題となっているか

業務において問題が生じた際に，周囲が相談に

らである3)4) ．本研究では，特に，救急救命士の

乗ってくれる程度を総体的に相談相手の対応状況

職務ストレスと健康状態を中心的視座に据えて，

として捉えた．職場で困ったことがあったとき，

職場内コミュニケーション（相談）の状態，およ

上司，同僚，部下，友人，家族が，それぞれどの
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 全くない
程度相談に乗ってくれるかについて，◯

モデルでは，業務満足感の変数において「環

 いつも対応，までの 7 件法による回答を求め
～◯

境・道具」
，「時間・ゆとり」，「達成・有能感」の

た．

3 つの潜在変数が確認された．その中でも「時

. 分析方法

間・ゆとり」が「業務ストレス」に示したパス係

質問紙調査に基づいた定量的な分析手法を採用

数は－ .42 と中程度の負の関連性を示し，業務ス
トレスの抑制要因として影響していることが確認

した．
そ し て ， 収 集 さ れ た デ ー タ は ， SPSS ( Ver.

された．「環境・道具」と「達成・有能感」から

11.5）および Amos（5.0）を用いて，多変量解析

の パ ス 係 数 は ， そ れ ぞ れ － .02, － .15 と 値 が 低

を応用した各変数間のパス解析モデルの検討を試

く，業務ストレスとの関連性はみられなかった．

みるという，いわゆる共分散構造分析を行った．

. 業務満足感と健康状態との関係

併せて，質問紙調査の認知的バイアスを考慮

業務満足感に関する各々の項目が健康状態に及

し，また分析結果の妥当性を検討するために若干

ぼす影響について確認するために，業務満足感を

名に対して面接調査も実施した．

独立変数，健康状態を従属変数とした共分散構造

.

結

分析を行った．その結果を示したものが図 2 であ

果

る．このモデルの適合度指標は GFI＝.887, AGFI

. 業務満足感と業務ストレスとの関係

＝ .819, CFI ＝ .901, RMSEA ＝ .097 とほぼ十分な

業務満足感に関する各々の項目が業務ストレス

値を示した．そのため構成したモデルはデータの

に及ぼす影響について確認するために，業務満足

共分散行列を合理的に説明していると判断できた．

感を独立変数，業務ストレスを従属変数とした共

このモデルでは「時間・ゆとり」が「健康状態」

分散構造分析を行った．その結果を示したものが

に示したパス係数が .32 と中程度の正の関連性を

図 1 で あ る ． こ の モ デ ル の 適 合 度 指 標 は GFI

示し，健康状態の促進要因として影響しているこ

＝ .885, AGFI ＝ .816, CFI ＝ .901, RMSEA ＝ .098

とが確認された．「環境・道具」と「達成・有能

とほぼ十分な値を示した．そのため構成したモデ

感」からのパス係数はそれぞれ－ .01, .15 と値が

ルはデータの共分散行列を合理的に説明している

低く，業務ストレスとの関連性はみられなかった．

と判断できた．

図1

業務満足感と業務ストレスの関連性
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業務満足感と健康状態の関連性

相談相手の対応状況と業務ストレスの関連性

. 相談相手の対応状況と業務ストレスとの
関係

散構造分析を行った．その結果を示したものが図

3 である．このモデルの適合度指標は GFI＝.980,

相談相手の対応状況が業務ストレスに及ぼす影

AGFI ＝ .941, CFI ＝ .984, RMSEA ＝ .049 と高く，

響について確認するために，相談相手の対応状況

満足できる値を示した．そのため構成したモデル

を独立変数，業務ストレスを従属変数とした共分

はデータの共分散行列を合理的に説明していると

順天堂大学スポーツ健康科学研究

第10号 (2006)

判断できた．
モデルでは，相談相手の対応状況の変数におい
て「職場の人」，「家族・友人」の 2 つの潜在変数

5

. 考

察

. 業務満足感と業務ストレスとの関係

が確認された．「職場の人」が「業務ストレス」

業務満足感が業務ストレスに及ぼす影響を検証

に示したパス係数は－ .41 と中程度の負の関連性

した結果，「環境・道具」，「時間・ゆとり」，「達

を示したのに対し，「家族・友人」では.22と正の

成・有能感」の 3 つの潜在因子の存在が確認され

関連性を示した．

た．なかでも，「時間・ゆとり」に対する満足度

. 相談相手の対応状況と健康状態との関係

が強くストレスの抑制要因として影響力を持つこ

相談相手の対応状況が健康状態に及ぼす影響に

とが確認された．

ついて確認するため，相談相手の対応状況を独立

よって今後は，
「環境・道具」，
「時間・ゆとり」，

変数，健康状態を従属変数とした共分散構造分析

「達成・有能感」の 3 つの潜在因子を個別的にマ

を行った．その結果を示したものが図 4 である．

ネジメントし，ストレスを抑制するための組織的

こ の モ デ ル の 適 合 度 指 標 は GFI ＝ .975, AGFI

な対応を講じる必要があろう．とりわけ，救急救

＝ .926, CFI ＝ .967, RMSEA ＝ .069 とほぼ十分な

命士自身が「時間・ゆとり」を体感しうる勤務制

値を示した．そのため構成したモデルはデータの

度の再構築が望まれる．例えば，勤務シフトを弾

共分散行列を合理的に説明していると判断できた．

力的にするような工夫が求められよう．既述の通

このモデルでは「職場の人」が「健康状態」に

り，規制緩和によって医療行為が段階的に可能に

示した パス係数 が .23 と弱い 正の関連 性を示 し

なってきている現況を鑑みれば，認定を受けるた

た．これにより職場の人への相談が健康状態に結

めの講習会への参加が容易になるような組織的サ

び付いていることが確認された．「家族・友人」

ポートは欠かすことができない．

は－ .05 と値が低く，健康状態との関連性はみら

. 業務満足感と健康状態との関係

れなかった．

業務満足感が健康状態に及ぼす影響を検証した
結果，「時間・ゆとり」に対する満足度が健康状

図4

相談相手の対応状況と健康状態の関連性
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態の促進要因として影響力を持つことが確認され

減に役立つものの，直接的な問題解決には向かわ

た．そのためストレスを抑制するだけでなく，健

ないとされている．また，回避型のコーピングは

康状態を促進させるという意味でも「時間・ゆと

一時的なものであればストレス反応の軽減に効果

り」を考慮した勤務制度の構築が重要であるとい

的であるものの，基本的にはバーンアウト（bur-

 夜勤交代の勤務の在り方，◯

える．とりわけ，◯

nout）や抑うつ状態といったストレス反応とは正

 業務
休憩時間の時間帯（長さ，タイミング），◯

の相関関係にあり，ストレス反応の促進要因とさ

 有給休暇取得の容易性，といっ
自体の多忙度，◯

れている8)9) ．そのため業務ストレスに関する問

た項目に対する満足感を高めることが重要な課題

題を友人や家族へ相談することは，回避型のコー

であるといえよう．

ピングとしての意味を持つと考えられ，本研究に

特に，交代制勤務および睡眠（仮眠）や疲労の
程度が，どのようにストレスに対して影響を及ぼ

おいても業務ストレスの促進要因として表面化さ
れたと考えるのが妥当かつ合理的である．

すのかに関しては，人間工学や産業衛生学などの

その一方で，職場の人間への相談は，このよう

領域で，その研究の成果が積極的に世に問われて

な回避型のコーピングのみを意味しないと考えら

いる．医療従事者に対しても，看護師を対象とし

れる．すなわち，職場内での信頼できる上司や，

たストレスに関する研究は多く存在する5)6) ．こ

支えてくれる仲間に打ち明けることによって，ス

のような研究成果を踏まえた組織的な対応が求め

トレッサーそのものの排除や，業務遂行における

られている．

仲間からのサポートが期待される．そのため職場

. 相談相手の対応状況と業務ストレスとの
関係

の人間への相談は，回避型のみでなく状況の改善
に向けた問題解決型のコーピングとしての意味も

相談相手の対応状況が業務ストレスに及ぼす影

含むものと考えられる．問題解決型のコーピング

響を検証した結果，「職場の人」への相談は業務

はストレス反応の抑制要因として報告されてお

ストレスを抑制する機能を果たしているが，「家

り，本研究においても職場ストレスの抑制要因と

族・友人」への相談はむしろストレスを促進する

して表面化したものと考えられ，先行研究におけ

要因であることが確認された．職場組織で問題が

る緒論と軸を一にしている．

発生した場合，それを組織内の人間で共有できる

. 相談相手の対応状況と健康状態との関係

環境があれば一般的にストレスは低減される．つ

相談相手の対応状況が健康状態に及ぼす影響を

まり，起こっている問題を相談し合える仲間（同

検証した結果，「職場の人」に相談することが健

僚）の存在は正の影響を及ぼすのである．一方，

康状態を促進する傾向が確認された．はやり，組

組織で孤立している場合，組織内での相談相手が

織内の人間（上司や部下など）でお互いに話題を

見当たらず，結果として友人や家族に相談を持ち

共有できる良好な人間関係環境がある場合は，健

かけるということになってしまい，ストレスの増

康状態にも効果的な正の影響を及ぼしていると考

加を導いてしまうと考えられる．

えられる．

この結果は Lazarus（ 1984 ）のストレス認知論

チームワーク（組織力）が救急救命業務には必

におけるストレスコーピング（ stress coping ）の

要不可欠であることは言を待たない．かような職

概念から意味づけることが可能かもしれない．

業であるからこそ，組織内での相談相手の有無

コーピングとはストレッサーに対して行う対処の

は，ときにストレス促進要因にもなり，また救急

特性であり，この在り方がストレス反応の程度を

救命士の健康状態を左右するほどの非常に重い意

左右する鍵概念とされてきたからである7)．

味を持つ要因たりえるのであろう．例えば，メン

本来，周囲の人間に相談し，悩みを打ち明ける
といったカタルシス的なコーピングは，回避型の
コーピングに性質が近く，間接的にストレスの軽

ター（ mentor ）制度を導入するなども有効な方
法のひとつとして考えられるであろう10)．

順天堂大学スポーツ健康科学研究
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急救命士の職場環境の整備が求められるであろ
う．実際に，東京消防庁では，患者の緊急性が低

本研究においては，救急救命士のモチベーショ

い場合には，民間の救急車の利用を促すほど1)，

ン発生要因としての職務ストレスと健康状態に焦

社会的要求の潮流は非可逆的である．質の高い救

点を当て，両者に影響を与える要因を共分散構造

急医療を提供するためにも，単にストレスを低減

分析の結果に基づいて考察を行った．結論とし

するという意味ではなく，救急救命士に対する人

て，救急救命士のストレス低減には「時間・ゆと

的資源開発的視点を射程に入れた対応が重要であ

り」という因子が，そしてまた健康状態について

ることは言を待たない．

は，「職場の良好な人間関係」がストレス抑制要

謝

因として機能するということが明らかになった．

辞

医療従事者のストレスに関する研究は，国内外を

本研究の一部は，平成17年 6 月11日に東京医科

問わず数多く行われているが，救急救命士を対象

歯科大学にて開催された，日本人間工学会の第46

とした研究は散見される程度というのが実情であ

回大会において口頭発表された．発表時に貴重な

る11)．

コメントを頂いたフロアーの先生方には，心より

よって今後の課題を以下に述べてみたい．まず

謝意を表する次第である．特に，財団法人労働科

第一に，サンプルの少数性である．より大規模な

学研究所元所長（現主管研究員）の小木和孝先生

調査を実施し，本研究の結果が一般化できるか否

には，ストレスとストレス感との概念的な曖昧性

かを再検証する必要があろう．そして第二に，地

を指摘され，心理学的領域のみならず，精神医学

域性の問題である．本研究では，千葉県内の限定

的観点からの考察の必要性が明らかになった．ま

された救急救命士を対象としたため，地域的文化

た，早稲田大学理工学部経営システム工学科教授

的なバイアスが偏在している可能性が高い．さら

の小松原明哲先生には，調査の継続性に関しての

に第三に，時系列的調査の必要性である．産声を

ご助言を賜った．ここに記して，重ねて謝意を表

上げて間がない救急救命士という職業が，今後ど

する次第である．

のように変遷し展開していくのか把握することは

また，本研究のリファインされた研究成果は，

重要であろう．そして最後に，ストレスに関する

平成17年12月 2 日に栃木県宇都宮市の栃木県総合

概念化の問題である．現在，様々な領域でストレ

文化センターにて開催される国際産業衛生学会の

スに対する議論が活発に行われている．しかしな

第13回研究大会（The 13th International Congress

がら，領域間において概念把握において若干のズ

on Occupational Health Services of International

レがあるようである．そのズレが，ストレス解明

Commission on Occupational Health）にて発表予

の作業を難解にしていると思われる．いつの間に

定である．

かストレスに関するロジックが，すり替わってい
る場合があるという方が適切かもしれない．特
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